三重県山岳・スポーツクライミング連盟 令和２年度第 5 回（8 月）理事会事項書
日時：令和 2 年 8 月 26 日 19：00~

鈴鹿市文化会館第 1 研修室

（8/18 付）会長より、三役三分の二以上の方がこの時期の開催適切でない！との事で中止としたいと考えます。と
のメール。各理事宛、中止連絡配信済。

1. 各部・委員会からの報告・諸連絡
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載した行事が中止または延期になる場合があります。
【登山部】
■指導委員会
(報告)
7/21 指導委員会ミーティング 【別紙】参照
・スポーツフェスティバル山岳
・連盟会員向け研修会の計画
・連盟会員向け初心者対象積雪期登山研修の計画
・その他
(予定）
9/27(日) スポーツフェスティバル 2020 山岳 入道ヶ岳
11/29(日) 連盟会員向け研修会（仮）
21.1/31(日) 連盟会員向け初心者対象積雪期登山研修
◯指導員登録について
昨年から本年にかけて、三重岳連会員登録者の変動が多くあったため、それに伴い指導員登録者（指導員資格
者）の確認を以下の方法で行っています。
・ご本人へのメールでの連絡
・本年度の連盟会員登録者との各所属団体理事への確認（理事様には大変お手数お掛けしております）
■遭難対策委員会
（報告）
8/10(月・祝) 山の日遭難防止啓発活動実施

【別紙】報告書

◯岳連会員の山岳遭難事案について 【別紙】
・別紙記載の現状報告について、ご意見をお願いしたい。
■自然保護委員会
（報告）(予定) 特になし
◯新規自然保護指導員募集（８月理事会〆）について
申込者がある会は事務局まで人数を報告願います。申請書、費用等については追って連絡します。
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【競技部】
(報告)
◯第 33 回リードジャパンカップ最終成績 （8/9-11 岩手開催）
9 位 田嶋 あいか、12 位 森 奈央、39 位 柏 綾音
(予定)
9/26(土) SPORT CLIMBING JAPAN TOUR 2020 プレイマウンテン名古屋 IC 店
11/3(予定) 全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会・県予選会 東海ブロック合同
但し、現時点で本大会開催されるかは不明。
○スポーツの杜鈴鹿 クライミング関係行事
体験会（一般）9 月 6 日（日）9:30～・13:00～
確保講習会 9 月 12 日（土）・13 日（日）9:30～15:00
体験会（ジュニア）9 月 26 日（土）9:30～・11:00～・13:30～
予備日 10 月 10 日（土）
・ご都合のつく方のご協力をお願いいたします。国体でビレイヤー候補の方はできる限り協力をお願いいたします。
○みえこどもの城 クライミング関係行事
確保講習会 令和２年１１月（予定） 講師派遣の依頼
クライミング選手権 令和３年２月７日（日）（予定）
大会の後援、審判、競技役員派遣の依頼
【総務部】
（報告）
○三重岳連個人登録申請 1 名（2020/8/1 付、鈴鹿市在住、男性 49 才）
■財務
（報告）
◯財務状況推移 ６月度に競技部へ三重県スポーツ協会から国体選手強化として５４５万円が入金されたため
残高が大幅に増加したが、７月度に各選手に全額支給したため残高は減少した。
■事務・広報担当
◯(JMSCA登山部より)日本山岳ガイド協会の安全、安心を原点にコロナ禍における登山スタイルの指針啓発動画
の紹介 「これからの山登り～みんなで学ぶ安全登山～」 https://youtu.be/FTebg7qbpKU
【特別部会】
■国民体育大会関連
◯7/17 開催の JSPO 国体委員会
第 76 回冬季大会、本大会については、緊急事態宣言解除後、スポーツ活動が再開される方向でスポーツ界が進
んでいることに加え、当協会においても「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」を策定し、各開
催県において、それに基づいた万全な対策を講じる時間が確保できること、また、今後、新型コロナウイルスの感染状
況を見極めながら諸準備を進めることができることに鑑み、予定通りの開催に向け、準備を取り進めることを確認した
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◯リハーサル大会中止について

8/14 付、菰野町実行委員長がリハーサル大会を実施しないと判断。
【中止の理由】
・来年 6 月までの新型コロナウイルス感染防止対策を見通したとき、役員をはじめ、ボランティアスタッフや競技補助員等
の安全確保が困難と思われる為。
・来年秋頃までは国体の開催は難しいとの日本スポーツ協会の発表を受け、来年６月のリハーサル大会開催は難しいと
判断した為。
・リハーサル大会にかかる町単費が６，７千万円程（想定）見込まれており、それは新型コロナウイルス感染症の対応
で困っている町民に向けて使用すべきであるとの見解を菰野町が示している為。
・リハーサル大会が全日本大学選手権を兼ねているのでそれへの影響を鑑み、早めの時期に決断をしたい。
＊中止については近日中に三重県実行委員会に報告され、正式に決定する。

（報告）
8/20 三重岳連国体常任委員会 いなべ総合学園高校（一部委員はリモート参加）
・リハーサル大会中止における課題について
・会場内の施設レイアウト変更について
・新型コロナウイルス感染対応について
・輸送関係について
・新型コロナウイルス感染対応によって生じる役員配置の再考について
（予定）
○岳連内実行委員会 開催日 未定（役員配置の再考等の編成後招集予定）
【高体連登山部】
(報告)
(予定)
10/31(土)-11/1(日)

令和 2 年度三重県高等学校総合体育大会代替大会 朝明渓谷、釈迦ヶ岳周辺

2. 関係団体の報告・諸連絡
①三重県山岳遭難防止対策連絡協議会
7/22(水) 協議会開催

・亀山市が新規参画
・三重県山岳遭難防止講演会について 開催の方向で進めていくが、コロナの状況を踏まえて検討
・「ヤマレコ」山岳遭難マップへの山岳遭難情報等提供及び掲載
・山と自然ネットワーク・コンパス 登山届閲覧協定について 県と県警で検討中
②鈴鹿山系連絡協議会
本年度は滋賀県で開催。実施日について連絡待ち。
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③大杉谷登山センター、大台ヶ原の利用に関する協議会
（大杉谷）
・７月の４連休中に遭難事故１件、遭難騒ぎ３件が相次いで発生
・ツキノワグマの目撃情報 大杉谷及び麓の大台町周辺で多々寄せられています
④その他関係団体
⑤日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA）
(行事日程)
9/19(土)~21(月) 安全登山指導者研修会（国登研他共催）東部地区 福井
9/19(土)~21(月) 第 23 回 JOC ジュニアオリンピックカップ 未定
10/10(土)～12(月)第 8 回リードユース日本選手権 富山県南砺市

3. 加盟団体より
特になし

4. その他

9 月度理事会

9 月 23 日（第 4 水曜日）19：00～場所：鈴鹿市文化会館第 1 研修室

■ 各委員会の付議事項・報告、加盟団体からの要望・報告は 9 月 15 日までに送信してください。

加盟団体活動報告・予定
① 山岳同好会やまびと
② 東芝山岳会三重支部
(報告)
7/18

TAC 例会 朝明～愛知川

14 名参加

8/1-2

TAC 森林鉄道調査 大台町周辺

8/10

山の日遭難防止啓発活動

御在所中道登山口 9 名参加

8/22

SO 日本・三重登山支援

【中止】

9/27

みえスポーツフェスティバル

入道ケ岳 16 名参加予定

9/12

浜田小学校 登山下見１回目

御在所裏道

10/24

浜田小学校 登山下見２回目

御在所裏道

【延期】

(予定)
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11/4

浜田小学校 登山支援

御在所裏道

10/21

中央小学校 登山支援

御在所裏道

③ 五目山岳会
(報告)
7/16 一般登山 鈴鹿 男鬼山
7/18～19

3 名参加

一般登山 北ア 蝶ヶ岳

7/18 一般登山 鈴鹿 釈迦ヶ岳

3 名参加

7/19 一般登山 養老 多度山

2 名参加

7/19 一般登山 米原 山室湿原

5 名参加

7/19 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳

2 名参加

7/19 登攀部

鈴鹿 藤内壁前尾根

7/22～26

一般登山 東北登山 5 名参加

7/22 一般登山 鈴鹿 御在所岳
7/23～25

2 名参加

3 名参加

一般登山 八ヶ岳 本沢温泉

7/26 一般登山 南ア 入笠山

7 名参加

9 名参加

4 名参加

7/30 一般登山 加賀白山 2 名参加
8/2 登攀部

鈴鹿 愛知川

5 名参加

8/2 登攀部

鈴鹿 蛇谷

3 名参加

8/3 一般登山 鈴鹿 ブナ清水

6 名参加

8/3 一般登山 中ア 恵那山

2 名参加

8/5～6

一般登山 北ア 餓鬼岳

2 名参加

8/8～9

一般登山 北ア 唐松岳

2 名参加

8/8～9

一般登山 北ア 槍ヶ岳

3 名参加

8/8 一般登山 鈴鹿 国見岳

3 名参加

8/9 一般登山 鈴鹿 御在所岳

3 名参加

8/9～11

一般登山 北ア 五色～薬師

8/9～14

一般登山 東北登山 4 名参加

8/10 安全登山啓発活動＆パトロール登山
8/10 一般登山 中ア 空木岳

2 名参加
鈴鹿 宇賀渓登山口

2 名参加

8/13～14

一般登山 北ア 燕岳

8/13～15

一般登山 北ア 雲ノ平～薬師岳

8/13 一般登山 湖東 三上山

4 名参加

8/14 登攀部

5 名参加

鈴鹿 元越谷

8/15 一般登山 鈴鹿 御在所岳

10 名参加

3 名参加
2 名参加

2 名参加

(予定)
8/29 一般登山 東濃 小秀山
9/5 9 月例会 一般登山

中ア 富士見台
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④ 菰野山岳会
⑤ 朝明アルパインクラブ
⑥ 鈴鹿アルパインクラブ
⑦ 鈴鹿山岳会
(報告)
◯会員山岳遭難事案について
・7/22 午前 10 時 50 分頃 滋賀 鈴鹿山系 コクイ谷分岐付近
・女性 70 歳、（診断）病死（くも膜下出血）（態様）滑落
8/2(日) 鈴鹿・タカノス~仙ヶ岳

タカノス～仙ノ石～白谷周回

8/10(月・祝) 鈴鹿・ツメカリ谷 ハト峰→白滝谷道→神崎川→ツメカリ出合→ツメカリ谷→白滝谷道
（予定）
8/16(日)

神崎川の川下り 根ノ平峠→タケ谷→神崎川→ヒロ沢出合→ハト峰→朝明

⑧ 津峠の会
(報告)
7月4日

弥山・八経ヶ岳

7 月 16 日～18 日 白山

中止にしました。
中止にしました。

(計画)
8 月 計画はありません。
9月5日

二上山雌岳・屯鶴峯 7 名参加予定

9 月 11 日 熊野古道 ツヅラト峠 荷坂峠 周回コース 5 名参加予定
9 月 19 日 三子山・四方草山 7 名参加予定
9 月 25 日 熊野古道 仁木島駅―波田須駅 5 名参加予定
9 月 27 日 みえスポーツフェスティバル 入道岳 5 名参加予定
⑨ ひさい山岳会
⑩ 松阪山岳会
⑪ 大台山倶楽部
⑫ 三重大学ＷＶ部
⑬ 三重カモシカ登山クラブ
⑭ MIE スポーツクライミングクラブ
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